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Self-introduction



主な活動と経歴
本年度 
　　　京都市教育委員会　総合育成支援課　ICT専門主事 
　　　京都府 特別支援教育京都府専門家チーム（宇治支援学校SSC） 
　　　ＮＰO法人　支援機器普及促進協会　理事長 

昨年度以前 
　　　京都市　呉竹総合支援学校・東総合支援学校　特別非常勤講師 
　　　京都市　携帯電話市民インストラクター 
　　　京都市　ＩＣＴ活用支援員　（総合支援学校ICTコーディネーター） 
　　　京都市　総合育成支援員　（発達障害児支援） 
　　　京都市　精神障害者授産施設　京都市朱雀工房　統括職業生活支援員 
　　　京都市　地域若者ｻﾎﾟｰﾀｰ　（引きこもり支援） 
　　　京都府教育委員会　社会教育委員 
　　　京都府高等技術専門校　在職者訓練インストラクター 
　　　中小企業基盤整備機構　経営改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
　　



18番テトラソミー 
140,000人に一人という非常に出生率の低い染色体異常 （18番染色体が4本ある病気で
す）の我が子と同じ障害を持つ方々との情報交換の場になってほしいと思いつくりました

私も、京都府立向日が丘支援学校　高等部3年生の三男がおります

http://ameblo.jp/memis-18/




Society5.0



Society5.0（ソサエティ5.0）未来の日本の姿

https://www.youtube.com/watch?v=249hXyODqwY

https://www.youtube.com/watch?v=249hXyODqwY


Society5.0とは

https://www.keidanren.or.jp/policy/society5.0.html

600万年前

5000年前

150年前

30年前

http://www.apple.com/jp


https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_18.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_18.pdf


iPadのアクセシビリティ



Apple ‒ アクセシビリティ ‒ Sady



WWDC 2021



iPadOSでは、まもなくサードパーティ製アイトラッキング用デバイスのサポートを追加し、ユーザーが視線を使ってiPadを操
作できるようになるとのこと。


今年後半には対応するMFi（Made iPhone）デバイスと連携することで、ユーザーが画面上のどこを見ているかを追跡し、ポ
インターが視線に合わせて動き、じっと見つめてのタップ操作などが実行できると述べられています。





https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/review/iphonetips/1336411.html

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/review/iphonetips/1336411.html


肢体不自由児



アクセスガイド

1 つの App しか使えないように制限します。どの機能を使えるよ
うにするかもコントロールできます。お子様に自分のデバイスを
使わせる場合や、ジェスチャの誤認が煩わしい場合は、アクセス
ガイドを有効にしておけます。 

バナー広告などの箇所に、無意識に触れてしまう場合に有効



3項目を
オンにします

任意のアプリケーションにアクセスガイドを設定すると、２
度目以降は、同じ設定が保存されています。



アクセスガイド



タッチ
ディスプレーをタッチするこ
とが困難な場合に少しでも操
作性を上げるための設定項目
です。



AssistiveTouch

画面をタッチすることが困難な方や支援アクセサリが必要な
方の簡単にiPadを使用できるようにします 

複数指の操作やダブルタップなどが苦手は方には有効



ONにすると
半透明な丸いボタンが
浮かんできます

iOS12より、ボタンの押し方で
アクションが選択できます

オリジナルのジェスチャも
作成できます



９個までよく使う機能
を登録できます。



Assistive Touch



iOS13より、外部デバイスを
直接利用できるようになりました

外部デバイスでタップ操作が出来ない
場合に利用します



タッチ調整

画面のタッチ操作が上手く出来ない方のための調整 

不随意運動や素早い操作が苦手な人には有効です



一定期間タッチし続けたときにだけ反応するようにしたい場合

数回続けてタッチしてしまっても無視してくれるようにしたい場合

最初または最後にタッチした位置に反応してほしい場合



タッチ調整



スイッチコントロール

画面項目を順番にハイライトします　ハイライト中に外部ス
イッチなどを利用してiPadを操作できます 

直接、画面の操作が困難な場合に活用します



ポイントモード項目モード

Switch Control





外部スイッチの登録

オートスキャン時には自動
ステップスキャン時には手動
上記の複合を１スイッチで行う時には、単一スイッ
チステップハイライト

注意：下記設定が出来てからスイッチコントロールをONにします

外部スイッチのオリジナル操作登録

これより下の設定は次ページ
以降を参照してください



オートスキャンの繰り返し数

カーソルの移動速度

ハイライトのスタイル　「自動」（１スイッチで決定操作する場合）

スイッチ長押し時のアクション

スキャンスタート時のみ時間延長

ハイライトメニュー、自動タップの
選択

タップ後のフォーカスの位置



スイッチ長押し時のアクション

ハイライト非表示までの時間

ハイライトのスタイル　「手動」（２スイッチで決定操作する場合）

スキャンの繰り返し数

ハイライトメニュー、自動タップの
選択

タップ後のフォーカスの位置



長押し時の移動のタイミング

ハイライト非表示までの時間

ハイライトのスタイル　「単一スイッチステップ」
（１スイッチで選択＆決定操作する場合）

決定とみなすまでの時間

ハイライトメニュー、自動タップの
選択

タップ後のフォーカスの位置

スイッチ長押し時のアクション



ハイライトのスタイルに関わらず共通項目

押し続けた場合の判定時間

何度も押す場合の判定時間

ポイントモード時の決定方法

ポイントモード時の移動速度

効果音

VoiceOver

項目に表示する内容

項目モード時の移動項目グループ化

項目モード時のカーソルの大きさ

項目モード時のカーソルの色



新しいスイッチの登録



外部スイッチで操作する場合

画面すべてを一つのスイッチにする

フロントカメラで顔認識

外部スイッチ接続時には
　iPadタッチャ−で　できiPad　などを予め接続しておく
　ことが必要です

画面をスイッチにした場合には１スイッチ操作だけなので
　オートスキャンしか出来ません

フロントカメラで顔認識は顔を左右にふる２スイッチ操作
　まで対応できます



各スイッチにどのアクションを実行させたいのかを登録する
１スイッチの場合には　項目を選択　を登録しておきます



音声コントロール

音声コントロールを使えば、タップ、スワイプ、入力などを声で指示してデバイスを操作で
きます。 

音声コントロールを使うには、iOS 13 以降または iPadOS が必要です。音声コントロー
ルを使う前に、ファイルのダウンロードが必要です。ダウンロードが終わったら、Wi-Fi 
に接続していなくても音声コントロールを使えるようになります。音声コントロールをは
じめて有効にする前に、Wi-Fi に接続しておくようにお勧めします。





その他の操作









アプリケーション



https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipad4bce70ef/ipados

https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipad4bce70ef/ipados


https://support.apple.com/ja-jp/HT208343

https://support.apple.com/ja-jp/HT208343


http://droptalk.hmdt.jp/blog/2017/03/10/droptalk-4-for-ios、パブリックベータを開始/

http://droptalk.hmdt.jp/blog/2017/03/10/droptalk-4-for-ios








https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipadd3c9dc47/ipados

https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipadd3c9dc47/ipados
























https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/18/19637/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/18/19637/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/19/19649/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/19/19649/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/20/19665/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/20/19665/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/21/19672/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/21/19672/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/22/19680/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/22/19680/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/23/19688/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/23/19688/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/24/19692/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/24/19692/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/25/19703/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/25/19703/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/26/19711/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/26/19711/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/27/19725/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/27/19725/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/28/19732/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/28/19732/


https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/29/19743/

https://www.magicaltoybox.org/kinta/2019/06/29/19743/


スイッチインターフェース





できiPad２

4個までのスイッチ操作が可能 

4つの入力モードがある

https://dekimouse.org/wp/kiki/dekiipad2/18,000円



変わる君 
BitTradeOne 
8,618円

外部スイッチの一般的なイン
ターフェースである直径3.5mm
ミニジャック2個を搭載し、市
販の頑強な工業用フットスイッ
チや音楽用フットスイッチなど
多様な外部スイッチ(入力装置)
を最大2台まで接続し低遅延で
PCでのボタン入力やマクロ発
動などを行うことができるイン
ターフェース変換装置です。



AMAneo® BTi 
テクノツール 
63,800円

アシスティブマウス(*1)や、エルゴノミックマウス(*2) に
よるiPhone、iPadの操作を可能にするインターフェース
デバイス 



なんでもワイヤレス

62,640円



指電話ぽっち

最大6つのスイッチを接続できます。
ジャック1~4はキーボードの1～4、5,6は左右の矢印(←,→)に割り当てられていますので、キー
ボード操作に対応しているアプリはスイッチコントロールを使わなくても操作できます。

32,400円



キーボード



ablenet｢hook+｣（iPad用）

https://www.p-supply.co.jp/products/54337,800円

https://www.p-supply.co.jp/products/543


スイッチ有線接続キット（変わる君）

16,200円

Apple社の USB-Lightning カメラアダプタとビット・トレード・ワン社の変わる君とを組み合わせ
て使用します。設定済みの変わる君とカメラアダプタをセットにして販売していますので、手元に
来たらすぐにiPhone / iPadに接続して使い始められます。


https://yubidenwa.jp/products/yusenkit/

https://yubidenwa.jp/products/yusenkit/


com-friend　ZyBox2

43,200円



miyasuku｢Keypad｣（iPad用）

http://www.miyasuku.com/software/120,000円



iPadタッチャ-

2,916円



音楽を聞く

絵を見て好きな曲を選べます



本を読む

AssistiveTouchを使えば 
スイッチで本をめくれます



インターネットを楽しむ
SwitchControlを使えば 
インターネットも外部スイッチ 
一つで操作できます



スイッチヘルパー・ワンショット２

43,200円



おすすめサイト



Apple アクセシビリティ

https://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/

https://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/


https://atac-lab.com

https://atac-lab.com


http://sam-eatlab.blog.jp

熊本高等専門学校 特命客員教授　福島先生のブログ

http://sam-eatlab.blog.jp


https://www.youtube.com/user/174iamsam

熊本高等専門学校 特命客員教授　福島先生の解説動画

https://www.youtube.com/user/174iamsam


帝京大学　金森先生のブログ

https://www.assistivetechnology.cfbx.jp/kinta/

https://www.assistivetechnology.cfbx.jp/kinta/


http://mahoro-ba.net/index.php

まほろばさんのブログ

http://mahoro-ba.net/index.php


https://yubidenwa.jp/switch/

スイッチコントロールの設定が詳しく図解入りで書かれています

https://yubidenwa.jp/switch/


http://npo-atds.org/atds_wp/wp-content/uploads/2021/06/9880a4722b24b0fb9133fb1574c23cd5.pdf

詳しくはこちらをどうぞ！！

http://npo-atds.org/atds_wp/wp-content/uploads/2021/06/9880a4722b24b0fb9133fb1574c23cd5.pdf


ふろく 
視線入力　Topics



Tobii EyeX ＋ EyeMot + Miyasuku EyeCon



Tobii Eye Tracker 4C + TuxPaint



EyeTech TM5 Mini + Flex Controller  
+ Miyasuku Game



Tobii PCEye 5 + Drooone + Miyasuku EyeConLT2 
+ TELLO



視線追跡装置（Eye Tracker）を内蔵したiPad Pro 12.9インチ用 
ケース【Skyle for iPad Pro】レビュー

http://sam-eatlab.blog.jp/archives/24754223.html?
fbclid=IwAR0dcIK1GuH2aVvVDj4VPAdd16wt8f7gNDTeeSg5o2dCxQ2UnQ1YL2YVtgI

http://sam-eatlab.blog.jp/archives/24754223.html?fbclid=IwAR0dcIK1GuH2aVvVDj4VPAdd16wt8f7gNDTeeSg5o2dCxQ2UnQ1YL2YVtgI
http://sam-eatlab.blog.jp/archives/24754223.html?fbclid=IwAR0dcIK1GuH2aVvVDj4VPAdd16wt8f7gNDTeeSg5o2dCxQ2UnQ1YL2YVtgI


https://www.lifehacker.jp/2021/07/237799android-apps-coming-windows-11.html

エミュレーターソフトの要らなくなる？！

https://www.lifehacker.jp/2021/07/237799android-apps-coming-windows-11.html


まとめ



Society５.０を意識すること 

自分の育った時代とは違う 
⇓ 

必要なスキルは変わっている 

子どもたちに選択肢を提示できる 
引き出しの数



“障害者”というのは、「依存先が限られてしまっている人た
ち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者
はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違い
されている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなもの
に依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できて
いない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くす
ると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者
である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほ
とんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利
さに依存していることを忘れているわけです。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm

自立は、依存先を増やすこと
熊谷晋一郎さん（くまがやしんいちろう） 
小児科医／東京大学先端科学技術研究センター・特任講師 
1977年、山口県生まれ。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm


タブレット端末がT1,T2になっていないか？ 
タブレットが時間つぶしアイテムになっていないか？ 

分かる授業づくり（視覚支援） 

出来る仕組みづくり（AT・AAC) 

活用において大切な考え方



学習のねらいは何か？ 
何に困っているのか？ 

iPadでないと出来ないのか？ 

iPadである必然性はあるのか？ 

活用において大切な事



iPadの優位性 

携帯性 

手書き認識 

音声入力・音声読み上げ 

音 

カメラ 

活用におけるヒント



参考図書































マジカルトイボックス 



「合理的配慮」「学習のUD」「特別支援教育」「概論・入門編」

各号のキーワード

「視覚支援」

特別支援教育とAT(アシスティブテクノロジー) 
国立特別支援教育総合研究所　金森　克浩

「AAC再入門」 「知的障害」



東京大学先端科学技術研究センター　関係



魔法プロジェクト　研究成果

あきちゃんの魔法の 
ポケット

魔法のふでばこ 
2011

魔法のじゅうたん 
2012

http://maho-prj.org/

魔法のランプ 
2013

魔法のワンド 
2014

魔法の宿題 
2015

東京大学先端科学技術研究センターとソフト
バンクグループは、携帯電話・スマートフォ
ン等の情報端末の活用が障害を持つ子どもた
ちの生活や学習支援に役立つことを目指し
2009年6月から「あきちゃんの魔法のポケッ
トプロジェクト」をスタートしました。 

https://maho-prj.org

魔法の種 
2016

魔法の言葉 
2017

魔法のダイアリー 
2018

魔法のWallet 
2019

魔法のMedicine 
2020

魔法のMeasure 
2021

http://maho-prj.org/
https://maho-prj.org


文部科学省 
発達障害のある子供たちのための 

ICT活用ハンドブック

特別支援学級編 通常の学級編 通級指導教室編

平成25年度文部科学省調査研究委託事業

ICT活用
ハ ン ド ブ ッ ク

通 常 の 学 級 編

通級指導
教室編

ICT
ハンドブック

平成25年度文部科学省委託事業

発達障害のある子供たちのための

活 用

Information and
Communication Technology



香川大学教授　　坂井　聡



日本肢体不自由児協会



EDGE



h"p://npo-atds.org 

h"ps://www.facebook.com/takamatsu.takashi

http://npo-atds.org
https://www.facebook.com/takamatsu.takashi
http://npo-atds.org



